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1. はじめに 

アセスルファム（ACE），アスパルテーム（APM），

スクラロース（SUC）等に代表される人工甘味料

（Artificial sweeteners，ASs）は，砂糖より低カロリー

で，少量で甘みを得られる，コストパフォーマンスが

高い等の特徴があり，ダイエットブーム等の社会的な

需要から，様々な食品・清涼飲料水に大量に使用され

ている。ASs の一部は，体内で代謝されずに体外に排

泄され，さらに下水処理場で処理されずに水環境へ放

出されることが確認されている。海外では河川や地下

水を対象に ASs の調査が進んでおり，数 μg/L に達する

濃度で検出されることが判明している 1)。 

また，ACE や SUC は，高い水溶性を持ち，水環境

中での安定性が高く，生活雑排水のトレーサーとして

の活用も期待されている 2)。更に，河川水中の ACE や

SUC 濃度は，集水域の下水処理場の処理人口と直線的

な相関があることが分かっており 3)，ACE や SUC 濃度

は生活雑排水の影響の程度の指標となり得ることが分

かっている。 

本研究では，埼玉県の水環境中での ASs の実態を明

らかにするため，地下水中の ACE と SUC について初

めて調査を行った。また，埼玉県の地下水保全上の課

題として，硝酸および亜硝酸性窒素の環境基準超過率

が全国的に見て高いことが挙げられるが，汚染原因が

解明できた例は少ない。地下水中の硝酸および亜硝酸

性窒素の汚染原因の一つとして，生活雑排水の混入が

挙げられる。そこで，生活雑排水の指標となる ACE 濃

度と硝酸および亜硝酸性窒素濃度，周辺の土地利用の

状況から硝酸および亜硝酸性窒素の汚染源の考察を試

みた。 
 

2. 方法 

2.1 分析対象物質と地下水試料 

分析対象物質は ACE と SUC とした。平成 28 年度

の埼玉県の地下水概況調査試料の一部（30 試料）を対

象に分析を行った。試料は PP 容器に入れ，分析に供す

るまで，4℃に設定した暗所で保管した。 
 

2.2 前処理方法 

 対象物質の抽出には固相抽出を用いた。地下水試料

100 mL にアセスルファム-d4（ACE-d4）およびスクラ

ロース-d6（SUC-d6）を各 10 ng 添加し，ギ酸 100μL を

添加したものを試料溶液とした。固相カートリッジに

OASIS HLB （充填量 500 mg， 粒子径 60 μm）を用い

た。カートリッジに 25% (v/v)アンモニア水/メタノール

溶液（1:25）5 mL，メタノール 5 mL，精製水 5 mL，

次いで 1 % (v/v)ギ酸水溶液 5 mL を通液しコンディシ

ョニングを行った後，試料溶液を 10 mL/min で通液し

た。 

 試料溶液を通液後，カートリッジは 3000 r/min で遠

心分離した後，30 分程度 N2 ガスを通気し完全に水分

を除去した。乾燥したカートリッジにメタノール  5 

mL，次いで 25% (v/v)アンモニア水/メタノール溶液

（1:25）5 mL を通液し，対象物質を溶出させた。溶出

液はロータリーエバポレーターで濃縮・乾固させ，精

製水/アセトニトリル溶液（1:9）を 1 mL 添加し，対象

物質を再溶解させ，LC/MS/MS の測定に供した。 
 

2.3  LC/MS/MS 測定 

LC/MS/MS 測定は Xevo TQD システム（Waters 

ACQUITY UPLC H-class –Xevo TQD）を用いた。イオ

ン化モードは ESI-，SRM モードで測定を行った。測定

に用いたイオン（m/z）は，ACE : 161.9>81.9，SUC : 

394.9>359.0，ACE-d4：166.0>86.0，SUC-d6：401.2>365.1

である。 

分析カラムとして HILICpak VG-50 2D（Shodex 社製，

2.0 × 150 mm，粒子径 5 μm）を用いた。移動相に A:0.5% 

(w/w)アンモニア水+0.03% (w/w)炭酸アンモニウム水

溶液，B：アセトニトリルを使用した。グラジエント

溶出を行い，B:90 %（0→1 min），B:90→30 %（1→7 min），

B:30%（7→10 min），B:90%（10-15 min）とし，移動相

流量は 0.2 mL/min とした。注入量は 5μL とした。 

対象物質の定量は，サロゲート法で行った。検量線

の範囲は，両物質とも 0.5 ～100 ng/mL とし，r2は 0.995

以上であり，良好な直線性を示した。検出下限は，検

量点の最低濃度とした（試料換算値で 5 ng/L）。 
 

3. 結果と考察 

3.1  ACE および SUC の濃度 

今回用いた分析法のサロゲート回収率は，ACE-d4：

56～100%，SUC-d6：53～120%であった。また，SUC

および ACE が両方検出された試料を用いて 2 重測定

(n=3)を行ったところ，ACE および SUC ともに測定値

と測定値の平均値との差が 15%以内であることを確認

した。今回用いた分析方法で地下水試料中の ACE およ

び SUC は問題なく分析できたと考えられる。 



対象物質の濃度範囲は，ACE:>5～220 ng/L（検出率

50%），SUC：>5～590 ng/L（検出率 40 %）であった。

先行研究 4)では ACE の濃度の検出レベルは，<3.5-780 

ng/L であり，同程度の濃度レベルで検出された。SUC

濃度は，河川水では<50-530 ng/L で検出 4)されており，

河川水と同等程度の濃度で検出された。 

 地下水から ASs が検出される原因として，生活雑排

水の直接浸透に加えて，生活雑排水が流入する河川の

涵養域において，河川から地下水へ ASs が浸透する可

能性も指摘されている 5)。ASs が検出された原因を検

証するためには，調査井戸と下水管および河川との位

置関係，周辺の地質等も踏まえた考察が必要である。 

ACE と SUC 濃度の相関図を Fig.1 に示す。検出下限

未満の濃度は 0 として示している。今回分析した試料

では，ACE と SUC 濃度に明確な相関関係は見出すこ

とが出来なかった。汚染源毎に負荷量が異なることや

環境挙動が異なるためと考えられる。 

 

Fig.1 Correlation between ACE and SUC concentrations of 

the ground water samples 
 

3.2  ACE と硝酸および亜硝酸性窒素濃度 

 検出率が高かった ACE と硝酸および亜硝酸性窒素

濃度の相関図を Fig.2 に示す。検出下限未満，または報

告下限未満は 0 として示している。 

 硝酸および亜硝酸性窒素濃度の基準値は 10 mg/L で

ある。硝酸および亜硝酸性窒素濃度が 10 mg/L 以上で

あり，ACE 濃度が比較的高かった地点は，Fig.2 の楕円

で囲った A， B， C 地点である。 

A 地点の周辺（半径 1 km 程度）は市街化され，農畜

産活動が盛んでない地域である。A 地点は河道から遠

く，付近に公共下水道が埋設されているため，生活雑

排水を含む下水の漏洩の影響で ACE 濃度が高く検出

されたと考えられる。硝酸および亜硝酸性窒素の汚染

原因としては，生活雑排水の他に，家畜排泄物の不適

正処理，過剰な施肥等があるが，市街化された地域で

あることを考えると，それらの影響は少ないものと考

えられる。従って，ACE の濃度も踏まえると，A 地点

の硝酸および亜硝酸性窒素汚染には，生活雑排水の寄

与があることが推察される。 

 B 地点は果樹の栽培，C 地点は畑作が行われている

地域である。生活雑排水だけでなく，営農活動が硝酸

および亜硝酸性窒素濃度に影響してる可能性が考えら

れる。硝酸および亜硝酸性窒素の汚染源については，

地下水の流動，地域の窒素施用量と溶脱量も踏まえた

上での更なる検証が必要となる。 

 

Fig.2 Correlation between ACE and nitrate plus 

nitrite-nitrogen concentrations of the ground water 

samples 
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